
2022年（令和4年）3月25日発行（隔月1回）

鍼・温灸
経絡按摩
関節運動法

令和4 年3 月

第174 号

(写真はカラー)



経絡按摩研究会

経絡按摩研究会の目的

人間の生命は六臓六腑から発生する気血が、経絡を通じて全身を巡ることによって営

まれている。

従って当会の按摩術は臓腑経絡説を基本理論として、十二正経と奇経八脈を重視した

手技を行い、整体は関節運動法を研究する会である。

按摩の効果は気血に作用するものであるから機械や道具を使わず、手だけを用いて治

療する技術を研究する。

【治療・研究の心構え】

『私は心を込めて治療します』

令和４年度 《鍼・温灸＆経絡按摩・関節運動法基礎科講習会のご案内》

●講習内容

◎ 鍼・温灸講習会

細い鍼と温灸を用いて響かせ、症状を改善する鍼術

時間：午前１０～１２時

受講費用：３９，６００円

(ノート、ＤＶＤ教材、鍼、温灸、修了証を含む)
◎ 経絡按摩・関節運動法

按摩実技（全身按摩と症状別按摩）

関節運動法(関節運動学的アプローチ・ＡＫＡに経絡を応用した整体)
時間：午後１時～５時

受講費用：９８，３００円

（２種類のノート、ＤＶＤ教材、機関誌・経絡按摩、修了証を含む）

●期間 令和３年４月～令和４年３月（１１回）８月は休講

●会場 連合会館５０１号室（千代田区神田駿河台３－２－１１）

地下鉄千代田線 新御茶水駅０分（出口B３）

●定員 ４０名

●資格 按摩マッサージ指圧師免許、柔道整復師免許有資格者および

鍼灸師（東洋医学校生可）
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1 鍼灸治療

●左頸部・内肩中兪穴の痛み（図1）
内肩中兪穴とは、肩中兪穴（大椎穴の外方2
寸）の内方1寸に位置するツボである。

女性 49歳
首を後ろに反らせると内肩中兪穴に痛みが起

こる。

1. 診断

〔坐位〕

内肩中兪穴は小腸経のツボである。また膀胱経にも関係が深い。

上肢の小腸経に診断按摩を行うと、腕骨穴に圧痛があった。（図2）
首を後ろに反らした状態で腕骨穴を指圧すると、頸部の圧痛が軽減して、首をさらに後

ろに反らすことができた。

下肢の膀胱経に診断按摩を行うと、跗陽穴に激痛があった。（図3）
このツボを指圧しても首の痛みが軽減した。

2. 治療

腕骨穴に1寸・00番鍼で刺鍼して、回旋と抜き差しを行って響かせた。

跗陽穴に寸3・0番鍼で刺鍼して、回旋と抜き差しを行って響かせた。

患者に首を後ろに反らさせて内肩中兪穴に痛みを発生させた状態で、腕骨穴に寸3・0
番鍼で刺鍼して、回旋と抜き差しを行って響かせた。（図4）
置鍼して温灸を当てて温めた。

温灸を置いて、置鍼したまま患者に首を前後に曲げる運動を行わせた。

（図2） （図3） （図4）
3. 治療効果の確認

鍼をすべて抜いて、もう一度、首を後ろに反らすと痛みは80%程度改善していた。
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2 鍼灸・臨床発表

① 生理が4日間遅れている。左水道穴に圧

痛があった。女性 42歳

（図1）左水道穴

背臥位

水道穴は胃経のツボである。水道穴の圧痛

が下腿胃経のツボで軽減するか、または生

理の症状で硬結・圧痛が現れることが多い下腿腎経のツボで軽減するかを調べるために

診断按摩を行った。（図1）

下腿胃経に診断按摩を行うと下巨虚穴（図2）に圧痛があった。腎経に診断按摩を行う

と築賓穴（図3）に圧痛があった。

患者の手で左水道穴を圧迫して不快感を確認させながら、左下肢の下巨虚穴と築賓穴を

指圧して圧痛の軽減を調べると築賓穴で圧痛が軽減した。

（図2）胃経・下巨虚穴 （図3）腎経・築賓穴

1寸3分・00番鍼を2穴に刺鍼して、響

きを得て置鍼した。

温灸を2個持って2穴を温めた。（図4）
2週間後に治療にかかったときに聞くと、

治療を受けた次の日に生理になったとの

こと。
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3 アトピー性皮膚炎の鍼温灸治療

➀ 栗で呼吸がしやすくなって、手の握力が強くなる

（図1）治療前 （図2）8回治療後40％改善

女性 32 歳

週1回の治療を2か月間、8回行って40％程度改善した。

まだ完全に塩分を含んだ食べ物を止められないので、改善のスピードは遅い。

中医学の五行の五果で腎には「栗」がいいと説明している。

栗をツボに置いて、身体反応を調べた。

大きく呼吸を2回行った。

筆者の手首を握らせて握力を調べた。（図3）
焼き栗をペーパータオルに包んで（図4）腎経に関係が深いツボ、左右の太谿穴・大鐘

穴（図5）、委中穴、神闕穴に置いた。

（図3） （図4） （図5）
もう一度、呼吸をさせると、特に吸う方の息が十分にできた。

筆者の手首を握らせると、握力が強くなっていた。

栗を腎経のツボに置くと、呼吸が楽になって手の握力が強くなるということで、積極的

に食べるように勧めた。
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4 痩せる耳の鍼

田中流痩せる耳のツボの治療で味が変わる

田中流痩せる耳のツボ（図1）
加熱タバコ（図2）を吸う女性に肺経のツボを治療して、タ

バコの味の変化を確かめた。

女性 52歳 治療時間30分
〔背臥位〕

1) 耳のツボに円皮針を貼って線香灸

肺経募穴・中府穴の圧痛を調べると、両側に圧痛があった

が、右側が強かった。

両側の耳のツボに長さ0.3㎜の円皮鍼を貼って筆者が （図1）
圧迫し、患者に右中府穴を圧迫させると圧痛が軽減した。

円皮鍼の上から火を付けた線香を近づけて温めた。（図3）

〔腹臥位〕

（図2） （図3） （図4）
2) 肺経井穴・少商穴に円皮鍼を貼って、

圧痛があった魚際穴に1寸・00番鍼を刺

鍼し、温灸で温めた。（図4）

3)外肺兪穴の刺鍼と温灸

肺兪穴、外肺兪穴、魄戸穴に診断按摩を行

うと、外肺兪穴に硬結・圧痛があった。

1寸3分・0番鍼で刺鍼して、回旋と抜き

差しを行って響きを得て置鍼した。（図5）
（図5）

〔坐位〕

終わって鍼を抜いて坐位になり、患者の後ろから円皮鍼を貼っている耳のツボを30秒
間圧迫した。

加熱タバコを吸ったところ、味が紙を吸っている感じで、いつものタバコの味がしない。

4）帰宅後

家に帰ってから6時間くらいは、タバコの味が紙を吸っている感覚であったが、お風呂

に入るときに母指の円皮鍼を取った。出てから吸うと普通の味に戻っていた。
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5 経絡按摩

右頸部・内肩中兪穴の痛み

女性 47歳
首を右に回旋すると、右内肩中兪穴に痛みが起

こる。（図1）
内肩中兪とは大椎穴の外側2寸にある肩中兪穴

の内側1寸にあるツボで小腸経と膀胱経に関係

が深い。

〔腹臥位〕

顔を右に傾けた状態で内肩中兪穴に指圧と揉

捏を行った。（図2）
筆者が右小陽経の後谿穴・腕骨穴・陽谷穴を3指で指圧（図3）しながら右内肩中兪穴を指

圧すると、内肩中兪穴の圧痛が軽減した。手関節部の3穴を持続圧しながら内肩中兪穴に持

続圧と揉捏を行った。

肩甲骨部の小腸経・天宗穴に硬結・圧痛があったので、このツボを手根で圧迫と揉捏を行っ

た。（図4）
患者の左手で右内肩中兪穴を指圧しながら、筆者が右下腿膀胱経の跗陽穴を指圧すると圧痛

が軽減した。患者の足部を筆者の膝に乗せて、足関節を背屈にした状態で跗陽穴に母指圧と

母指揉捏を行った。（図5）

（図2） （図3）

（図4） （図5）
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背腰部に診断按摩を行った。

右腎兪穴と右内関元兪穴に硬結・圧痛が

あった。

内関元兪穴は関元兪穴の内側部にあるツ

ボで、母指の指先を立てて指圧・揉捏を

行うと見つけることができる。

2穴にそれぞれ 3分間の持続圧を行って

揉捏を行い、これを2回繰り返した。

内関元兪穴の指圧（図6） （図6）

〔腹臥位〕

1) 百会穴の右横ずらし圧

患者の顔を右に傾けさせて痛みを誘発した状態で、頭頂部、督脈・百会穴を垂直に押して、

そのまま右にずらし圧を行った。（図7）
首の痛みが軽減するまで1分間行った。

（図7）
〔坐位〕

首を右に回旋すると、わずかに右肩中兪穴に

痛みが残っていた。

この状態を保ったまま、右内肩中兪穴に指圧

と揉捏を行った。（図8）

治療効果の確認

患者が自分で首を右に回旋すると、80％程

度痛みが軽減していた。
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6 経絡按摩・臨床発表

① 右下天柱穴に赤い湿疹が出た原因は、ピーナッツの食べ過ぎであった。女性 53歳

毎週1回、定期的に按摩にかかっている患

者さんである。

腹臥位になった時、右後頸部の上部が赤く

なっていることに気が付いた。（図1）
ツボは下天柱穴であった。

筆者の経験上、味が濃い物を食べた時に起

ることが多い症状である。

「普段、食べない何か味が濃い物を食べな

かったですか」と聞くと「とても美味しい

落花生をもらったので、大きな袋に入って

いるのを2日で食べました」「下痢か便秘

になっていませんか」「少し便秘気味です」

下腿膀胱経に診断按摩を行うと、崑崙穴に

激痛があった。

右の足関節部に枕を当てて踵を高くした

状態で、崑崙穴に中指、大鐘穴に母指を当

てて圧迫し、遠位方向に牽引した。（図2）
下天柱穴にジーンとした響き的な感覚が起こった。

この感覚が起こらなくなるまで2分間ほど持続して行った。

他、背腰部に指圧・揉捏して治療が終わった時、赤身が薄くなっていた。

② 花粉症で鼻水が出るのですが、アキレス腱も痛いです。女性 56歳

「花粉症でくしゃみと鼻水が出て、左足の

アキレス腱が痛いです」という。

腹臥位で左アキレス腱部に診断按摩を行

って痛む部位を調べると、腎経・築賓穴に

圧痛があったが下陰谷穴に激痛があった。

膀胱経は跗陽穴であった。（図1）
この2穴を同時に持続圧すると、鼻水が出

たので、起きて鼻をかんだ。

筆者の花粉症特効穴である外風府穴を片

側ずつ母指の指先を立てて持続圧した。これでも鼻水が出たので、起きて鼻をかんだ。

背臥位で上肢の肺経と大腸経のツボに按摩を行った。

肺経は魚際穴を持続圧しながら尺沢穴と孔最穴に指圧・揉捏を行った。

大腸経は合谷穴を持続圧しながら手三里穴に指圧・揉捏を行った。

終わって「鼻がこんなにスッキリしたことはない」といった。
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7 関節運動法

頸部の頸椎7/胸椎1棘突起間外側部（内肩中兪穴）（図1）の痛み

女性 47歳
首を右に回旋すると痛みが起こる。

内肩中兪穴は頸椎７/胸椎１棘突起間の外方1寸
（約2㎝）に位置するツボである。

内肩中兪穴は小腸経と膀胱経に関係が深く、

（図1）
小腸兪穴と膀胱兪穴は仙腸関節部に位置してい

る。

また頸部の回旋は三焦経が巡る中指と遠位・近位

橈尺関節も関係がある。

〔坐位〕

患者に首を右に回旋させて、右中指の中手指節関

節の外旋と軸回旋法を行うと痛みが軽減した。

（図2）
同様に遠位橈尺関節（図3）と近位橈尺関節（図4）にも回外と滑り法を行った。

（図2） （図3） （図4）
〔右上側臥位〕

① 仙腸関節の関節運動法

右仙腸関節の小腸兪穴と膀胱兪穴を指圧すると圧痛があったので関節機能異常があると

予想された。

上部離開法を行うとジーンとした感覚が起こった。この感覚が半減するまで30秒間の

持続手技を3回行った。（図5）
次に前屈と後屈の手技を4種類行うと、前屈上方滑り法（図6）で響き的な感覚が強く

起こった。

この手技も響き的な感覚が半減するまで行った。

② 脊椎椎間関節の関節運動法

腰椎5/仙骨椎間関節部の関元兪穴を指圧すると圧痛があった。
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患者に内肩中兪穴を指圧させながら、この関節に逆捻転を強い力で行うと、圧痛が軽減

した。（図7）

（図5） （図6） （図7）
頸椎7/胸椎1棘突起間に順滑り法と逆滑り法を行うと、順滑り法で響き的な感覚が強く

起こった。

響き的な感覚が半減するまで2分間持続して行った。（図8）
〔背臥位〕

第7頸椎棘突起の右側に右手の中指を当てて、左に圧迫して回旋と滑り法を行った。

（図9）
3回行って最後に患者にも首を右に回旋するように力を入れさせた。

〔坐位〕

筆者の右母指を第1胸椎棘突起の左側に当てて胸椎を固定し、左手の母指を第7頸椎棘

突起の右側に当てて、患者に「顔を右に向けるように」と指示して左側に圧迫した。

（図10）

（図8） （図9） （図10）
治療効果の確認

患者に顔を右に向けさせると、痛みは90％改善していた。
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8 関節運動法・臨床発表

① 後頸部の前屈の伸展法を行うと、腰が伸びて足指に血が通う感覚が起こった。女性

48歳

頸部を前屈する伸展法は関節運動法の手
技ではないが、行って改善反応が起こっ
た。
〔背臥位〕
筆者の両腕を交差して患者の後頸部にあ
てて手は肩に置いた。
筆者は身を乗り出すようにして、患者の
頸部を前屈した。（図参照）
腰が伸びる感じがした後、両足の指先に血が通う感覚が起こった。
1週間経って、同じ手技を行ったが後頸部が伸びて気持ちいい感じがしただけで、1
回目のような反応は起こらなかった。

② 血圧を下げる右腎兪穴の逆捻転を行っても、高い血圧が10 mmHgしか下がらなかっ

た。男性 66歳

いつも160前後の高血圧で逆捻転を行うと20mmHg前後、血圧が下がる。

今回は10mmHgしか下がらなかった。

右背部の魂門穴と意舎穴に湿疹ができていて、肝臓と膵臓の弱りが推測された。

聞くとアルコールと脂っこい物を飲食したという。

血圧の上げ下げは他の臓器に弱りがあると、簡単には改善しないことが分かった。

③ 左内天柱穴の離開法で、最初に左下腿内側の腓腹筋に響いた後、左鼻の奥に響いた。

男性55歳

左内天柱の離開法を行うと、普通はすぐに鼻の奥に響くのだが、この患者さんは最初に

足に響いて、その後、鼻の奥に響いて鼻が通った。

④ 按摩、鍼灸しても腹鳴は鳴らなかったのだが、腰の逆捻転をしたところ腹鳴が起こっ

た。男性 58歳

〔腹臥位〕

右背腰部の肝兪穴から腎兪穴にかけて硬結・圧痛が強くあった。

十分に指圧・揉捏した後、鍼をして温灸を行ったが腹鳴は起こらなかった。

側臥位になって第5腰椎の関元兪穴から逆捻転を行ったところ、腹がゴロゴロと鳴った。

逆捻転は按摩や鍼灸よりも内臓の弱りを改善する力が大きいと思った。
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9 経絡と色の研究

肝経と胆経の色による実験

五行の色体表の五色（ごしき）で、肝は青い色に関係

が深いと説明している。（図1）
胆経は肝経の陽経なので青である。

肝の青に対して、相剋（対立する、懲らしめる）の色

は肺の白である。

肝経の募穴は第9肋骨端下端の期門穴、胆経の募穴は

期門穴の下方5分であるが、筆者は第10肋骨端下端

の圧痛部に取る。（日月変動穴）

（図1）
1．検査

① 肝経募穴・期門穴を左右圧迫して圧痛が強い側を調べると右側であった。（図2）
胆経募穴・日月変動穴の圧痛も右側であった。

② 肝経の弱りを調べるために、左右の下肢を片側ずつ外転位から内転させて、抵抗を加

えると右側が弱かった。（図3）
③ 胆経の弱りを調べるために、内転位から外転させて、抵抗を加えると右側が弱かった。

（図4）

（図2） （図3） （図4）
2. 治療

右側の肝経と胆経に、足指から膝まで青色

のテープを貼った。（図5）

3．募穴の圧痛改善と筋力向上の確認

① 右期門穴と右日月変動穴を圧迫すると、

圧痛が軽減していた。

② 右下肢を外転位から内転に力を入れさ

せて抵抗を加えると、テープを貼る前に較べて力が強かった。同様に内転位から外転さ

せても力が強かった。

4．相克の白色のテープを貼って同じように行うと、募穴の圧痛は軽減しなくて筋力が

弱くなった。
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10 美容治療

顎のズレの改善

（図1）治療前 （図2）20分治療後

女性 52歳。顎が左にずれている。

〔背臥位〕

① 右側の下腿のツボを4穴指圧しながら顎を右に寄せる。

片手で脾経の公孫穴と胃経の陥谷穴、他方の手で脾経の陰陵泉穴と胃経の足三里穴の4
穴を同時に指圧して、患者さんに顎を右に寄せるように行わせると、痛みが軽減して行

いやすくなる。（図3）
② 顎を右に寄せさせて、顎関節部の痛む部位に指圧と揉捏を行う。（図4）
③ 筆者の左手で左顎の骨を足方に圧迫し、右手で右顎を頭方に圧迫して顎関節を矯正す

る。（図5）
④ 筆者が左右の顎に矯正を行いながら、患者さんに噛む動作を行わせる。

（図3） （図4） （図5）
⑤ 頸椎2/3椎間関節の滑り法を行う。

第2頸椎棘突起が左側に変位していたの

で、第3頸椎棘突起を右側から固定して、

第2頸椎棘突起を右側に圧迫して滑り法

を行った。（図6）
この治療を続けて顎のずれが改善し、ホウ

レイ線のシワも薄くなった。
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11 ツボの研究

① 右会陽穴の持続圧で左目の上の陽白穴に響いた。男性 45歳

痔に痒みがある患者さん。

〔腹臥位〕

激痛があった右仙骨部の会陽穴を持続圧

したところ、左目の上の胆経、陽白穴に痒

い感覚が起こった。

痒い響き的な感覚が起こるのは稀である

が、痔に痒みがあるので同じ感覚が起こっ

たと考えられる。

② 患者の手で右眉毛外端・絲竹空穴のイ

ボをつまんで、筆者が手の三焦経の井穴・

関衝穴と上中渚穴を指圧すると、イボの圧

痛が軽減した。女性 72歳

ツボで経絡の最後のツボは、最初の始まり

のツボと関係が深い。

一見、最も遠い位置にあるので関係が少な

いと思われるが、逆に手足の末端のツボほ

ど顔の感覚器官に関係が深い。

③ 鼻のシミがある鼻通穴を指圧したとこ

ろ、くしゃみが出た。男性 40歳代

右鼻通穴に小さなシミがあった。このツボ

を示指で持続圧すると、くしゃみが連発に

なってしまった。

シミは身体の弱りを現わしているので、シ

ミへの指圧、鍼、灸治療はすべて症状改善

の作用がある。
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12 臨床メモ

① ことごとく脾の弱りが現れていた。女性 42歳。

18歳からアメリカに行って20年間生活していた。

主訴は膝の膝蓋骨部、脾経の内膝眼穴の痛みであった。

他に足の母指の巻き爪、外反母趾、顎関節のカクカク音、唇の荒れ、ホウレイ線、こめ

かみの痛みがあった。これに乳首のアトピーが加われば、筆者の経験上、脾の弱りのオ

ンパレードである。

小麦と牛乳・乳製品の食事で起こったものと思われる。

② 腰痛の原因は塩分過剰。女性。53歳

1年前に、足がむくむということで按摩治療にかかったことがある患者さん。

今回は腰痛であった。腎兪穴に硬結・圧痛があったので、「塩辛い物は摂っていませんか」

と聞いたところ「摂っていません」との答え。

3日後に2回目かかった時に「先生に塩辛い物を食べなかったですかと聞かれて、後で

思い出したのですが、腰痛になる前にサラダに塩を振ったところ、蓋が取れてガバッと

大量にかかった。塩辛いなと思いながらほとんど食べました」

腎の弱りがある人が塩辛い物を食べて腰痛になった例である。

③ 生理が5日でピタッと終わるようになった。女性 44歳

隔週で鍼灸治療にかかって6か月経った。

以前は生理が終わったと思った日から何日か続いていた。

前回と今回、5日でピタッと終わった。

「家に居て、素足でいないでできるだけ靴下を履くようにしたこともあるけど、鍼灸の

効果だと思います」とのこと。

④ 治療室は温かめの温度なのに、治療してひどく寒さを訴えた。女性高齢患者さん

2月の寒い日であった。いつも寒がりなので治療室は温かくしている。

腹臥位で治療パジャマのファスナーを下げて鍼をしようとしたところ、「寒い寒い」とい

うのでバスタオルをかけて温灸で温めた。

眠った様子になったので、身体は温かくなったものと思われた。

終わって更衣室でパジャマを脱いだ時、また「寒い寒い」と言っていた。

一か月以上、治療にかかっていないが心配である。
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13 夢の治療・仮説・疑問・困った話・失敗談・笑い話

● 夢の治療

① 高齢女性患者さん「先生、プーチンは嫌ですね、ロシアにプーチンにマッサージする

人いないのかしら。気持ちよくなって、あんなことしないようになると思うのですけど」

筆者「もしも私が頼まれたら、行ってマッサージやります」

● 仮説

① 腎が弱い人で痩せて小柄な体型の女性は、声が低くて太い。女性 56歳

何人かの患者さんで、腎が弱くて痩せて小柄な人は、声が低くて太いことが分かった。

中医学の五行の五音で「腎は羽（う）」と説明していて、現代音楽では「ラ」である。

心は「徴（ち）」で「ソ」で、共に高い音である。

腎が弱って、さらに心が弱ると高い音が出なくなるので、低い声になるものと推測され

る。

● 疑問

① 関節が鳴るのはなぜですかと聞かれた。女性 44歳

筆者は以前にも他の患者さんから聞かれたことがあって調べたことがあるのだが、分か

りやすい答えはなかった。

ある女性患者さんで、治療が終わるとベッドに腰かけた状態で、自分で体幹を回旋して

背骨をバキバキと鳴らす人がいる。

この患者さんは膠原病でステロイドホルモンを長い間服用している人である。

「腎は骨を主る」ということで、腎の弱い人は関節液が減少して関節を取り巻く靭帯が

硬くなっているために、関節を動かすと鳴るのではないかと考えられる。

② 腓骨の下端の外側寄りの激痛は胆経の弱りか、あるいは膀胱経の弱りか？

男性患者さんに腰痛改善で下腿、膀胱経の跗陽穴に指圧・揉捏を行った。何気なしに腓

骨の骨際を揉むと、この方に激痛があった。

腰痛は主に腎の弱りから起こることが多い。

この骨際のツボは膀胱経の弱りを現わしているのか、あるいは胆経の弱りを現わしてい

るのか？

● 笑い話

① 飲める私と飲めない弟が逆だったらよかったのに。女性 34歳

患者「私は父に似て、アルコールが飲めます。弟は母に似て飲めません。私の夫はあま

り飲めません。弟が結婚する女性は飲めるようです。私と弟が逆だったらよかったのに

と思います」
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14 新技術

●環指を外旋すると、頸の回旋が楽にできる

手の環指の中手指節関節を、外旋の軸回旋法を行うと、頸椎の回旋がやりやすくなる。

手の環指は三焦経である。

三焦経は環指の外側から始まって前腕部の橈骨と尺骨の中間を巡っている。

その橈骨と尺骨の体幹部に近い部位に回外筋がある。

三焦経は前腕部の回外運動と関係が深い。

そこで環指を外旋すると、頸椎の回旋もやりやすくなるのではないかと考えて行うと、

その通りであった。（図1）
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15 指導員の発表

山口 京士

治療室 東京都中央区 治療室やまと 電話０３－３５４５－８５５２

症例① 30代男性 腰痛（肝の弱りを逆捻転で治療することにより改善）

【症状】疲労回復を目的に2～3ヶ月に一回くらい、色々な店舗でマッサージを受けて

いるとのこと。4日ほど前から腰が痛み出し、少しずつ悪化。前に屈むことが出来なく

なり来院した。自覚では腰痛に左右差は無い。こんなことは初めてで原因も分からず不

安であるという。

【診断按摩】

話を聞くと毎日ビールをよく飲むが、腰痛になる前にいつも以上に飲んで下痢が続いて

いた。飲み過ぎで肝や腸が弱り腰痛になったと判断した。

側臥位で背部に診断按摩を行うと左肝兪に硬結圧痛があった。持続圧すると腰部に響い

た。腰部に診断按摩を行うと左大腸兪に圧痛があった。

【施術】左上側臥位で左肝兪がある胸椎9/10椎間関節に逆捻転を行うと腰部に響いた。

左肝兪、左大腸兪周辺を中心に背腰部に逆捻転を15分ほど響きがなくなるまで行った。

動作を確認すると前屈が出来るようになっていた。

症例② 40代男性 膝痛（腎の弱りを鍼温灸と逆捻転をすることにより改善）

【症状】3ヶ月前に草野球をした。帰宅後しばらくすると左膝が痛くなりはじめ、3ヶ

月たった今も痛みが続く。特に椅子から立ち上がるときの痛みが辛い。寿司屋の店主で

一日中立ち仕事である。厨房の床はコンクリートで冷えている。夜は遅くまで仕事があ

り、朝早くから仕入れのため自宅へ帰ることが出来ず店で畳の上に寝ている。晩酌はビ

ールをたくさん飲む。

【診断按摩】痛む場所は左下陰谷。生活環境や飲酒によって体が冷え、腎が弱って症状

が起こったと判断した。

腹臥位で腰部に診断按摩を行うと左腎兪に硬結圧痛。

【施術】左上側臥位で左腎兪がある腰椎2/3椎間関節に逆捻転を行うと膝の内側に響い

た。5分間ほど持続して行った後、腹臥位で左腎兪と左下陰谷に鍼温灸をした。雀啄と

温灸を15分ほど繰り返すと「体がポカポカしてきました」とのこと。ベッドから降り

て、しゃがんで立つと少し痛みが残る程度に改善していた。
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16 講習会員の声

A氏

・鍼温灸

痩せる耳の鍼の講習会で会長は、タバコの味も変わると言っていた。

私の友人にタバコを吸う男性がいる。（友人は男性だが写真は女性）

その男性に、田中流の耳の痩せる鍼でタバ

コの味が変わるかを試してみた。

彼は一日、マルボロを10本くらい吸う。

治療する前にタバコを吸って味を確かめ

させた。

〔背臥位〕

① 耳の痩せるツボに鍼先のない円皮鍼を

貼った。（図1）
（図1）

左右の耳の円皮鍼を1分間持続圧した。

②肺経の井穴・少商穴に鍼先のない円皮鍼を貼って、その上から指圧しながら、前腕部

の肺経に指圧・揉捏を行った。（図2）
③圧痛があった大腸経の商陽穴に鍼先のない円皮鍼を貼って、指圧しながら前腕部の大

腸経に指圧・揉捏を行った。（図3）

（図2） （図3）
〔坐位〕

座って、背部から円皮鍼を貼ってある耳の

ツボを指圧した。（図4）
終わってタバコを吸わせると、味が薄く感

じた。

次の日、魚際穴の円皮鍼は取れてしまった

が、自分で耳と手の少商穴の円皮鍼を指圧

して吸うと、タバコの味は以前よりも薄く

て旨味が感じられなかった。

（図4）
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◇編集だより◇
機関誌・経絡按摩を読んでお疲れの皆様、治療院川柳で気分をほぐしましょう。

・ウクライナ 助けたいけど 何できる？ 〔もみもみも〕

・ウクライナ 按摩で行って 役立ちたい 〔もみもみも〕

・花粉症 マスク2枚で 乗り切れる 〔強揉み名人〕

・義勇軍 鍼師は入れて もらえぬか 〔ぱぴぷぺぽ〕

・打ち解けて わがまま一杯 患者さん 〔村一番〕

・オミクロン この後何が 流行るのか 〔受け身2段〕

・2年間 もういいはずだ コロナ禍は 〔招き猫〕

・テレワーク 飲まぬ飲み過ぎ 両極端 〔お大事に〕

・患者減り 自分に鍼して 腰治す 〔若葉マーク〕

・蔓防の 解除の日にち 待ちどおしい 〔ひよッとして〕

・この時期に 流行りの店は あるのかな 〔おばんです〕

・このところ マスクのせいか 風邪ひかぬ 〔農耕菜食者〕

・困り事 コロナの次は プーチンか 〔農耕菜食者〕

・勉強の ためと整体 はしごする 〔鍼灸極楽〕

・予約表 白から黒に 変わりつつ 〔酒と涙と鍼と灸〕

・心込め 力入れすぎ 痛がられ 〔酒と涙と鍼と灸〕

・蔓防が 開けたら呑み会 参加する 〔華陀のひ孫〕

・富岳さん プーチン暴走 止めてくれ 〔高笑い〕

・また増えた 極楽しばらく お預けだ 〔あ～ん〕

◎講習会員の作品でした◎

≪機関誌経絡按摩≫

隔月（奇数月）年間購読料 6冊 3,960円（本体3,600円、税10％、送料別）

１冊 660円（本体600円、税10％、送料別）

編集発行人 田中 勝

発 行 所 もみも出版
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Mail：hibiki@s2.dion.ne.jp
HP：http://www.tanaka-server-shared.com
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